
２０１７年度 
患者満足度調査（外来編） 

病院機能評価 一般病院２（区分200床～499床）病院との比較 



調査期間と内容 

 調査期間 ２０１７年１１月１５日～１１月２１日（１週間） 
 調査対象 外来受診患者 
 回答総数 ７５４件 
 調査方法 日本医療機能評価機構 満足度調査活用支援事業による、満足度調査支援システム 

男性 女性 総計 

0～9歳   3 3 

10代 1 2 3 

20代 4 25 29 

30代 12 50 62 

40代 34 53 87 

50代 29 43 72 

60代 64 82 146 

70代 69 78 147 

80代 25 25 50 

90代 2 1 3 

総計 240 362 602 0 20 40 60 80 100 120 140 160
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比較対象 

日本医療機能評価機構 患者満足度・惻隠満足度調査活用支援事業に参加した、 
一般急性期の中規模病院（200床～499床）51病院と比較した 

当調査への参加資格は「病院機能評価受審病院」であること 
＝病院機能評価で求められる基準をクリアした病院 
＝比較病院と当院との医療機能・質は似通っていると考えられる 

尚、従来は「一般社団法人 大阪私立病院協会」の満足度調査を利用していた 
【2016年の実績】 
外来満足度調査：比較対象病院 ３６病院 
対象病院機能 ：一般病院・リハビリテーション病院・精神科病院 等 
病床規模  ：不明確  



総合満足度評価 

平均値  ４．０９ 
耳原総合病院  ４．２４ 
偏差値  ５５．５６ 

ほぼ全ての世代で 
満足度は平均値を超えています 

来院患者 年齢別 



診療時間に対する評価 

 
７０代・８０代の満
足度が、他年代と比
べて突出して低い 

平均値  ３．７２ 
耳原総合病院  ３．６６ 
偏差値  ４７．００ 

来院患者 年齢別 

７０代はボリュームゾーン 



診療・治療内容 医師との対話についての評価 

平均値  ４．０６ 
耳原総合病院  ３．９８ 
偏差値  ４６．００ 

平均値  ４．１１ 
耳原総合病院  ３．９５ 
偏差値  ４２．００ 

【診療・治療内容】 
【医師との対話】 



待ち時間に対する評価 

平均値  ３．２１ 
耳原総合病院  ３．１８ 
偏差値  ４９．０３ 

来院患者 年齢別 



待ち時間に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、２６件の意見（２０．８％） 

＜回答一例＞ 
予約済みでありながらの待ち時間の長さ 
時間どおりに来ているのに、時間通りに診察されたことが全くない 
予約時間から１時間は待たされる。３時間待ちはざらです 

改善提案 

何人待ちという表示がありますが、受付順の番号で表示してもらったら 
 自分の順番が何番目か分かりやすい 
 どのくらいのズレがあるのか、モニターでも良いので教えて欲しい。一日の時間
の目処が立たなくなる 

 番号表示を分かりやすくしてほしい「〇人待ち」とあるが、自分が何番目か分か
らない。「５人待ち」となっていて、５人の人が診察を終えても、まだ自分の番
が来ない 



看護師の対応 その他スタッフに対する評価 

平均値  ４．１６ 
耳原総合病院  ４．０８ 
偏差値  ４５．５６ 

【看護師の対応】 

平均値  ３．９３ 
耳原総合病院  ３．８３ 
偏差値  ４５．６５ 

【その他スタッフの対応】 



事務職員に対する評価とプライバシー対応への評価 

平均値  ４．００ 
耳原総合病院  ３．９８ 
偏差値  ４９．０９ 

【事務職員の対応】 

平均値  ３．８０ 
耳原総合病院  ３．７７ 
偏差値  ４８．４２ 

【プライバシーへの対応】 



接遇に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、４０件の意見（３２％） 

＜プライバシーへの配慮＞ 
受付で、番号ではなく名前で呼ばれるのが一律なのはどうなのか。まずは番号で、
だめなら名前とか？ 

受付で大声で名前を呼ばれる 
診察後、待合で看護師による説明があるが、他の人に聞かれて不快。地域の病院
であり、知り合いも多い 

支払機周りのプライバシー保護枠が欲しい 

呼び出しに関する改善提案 

どうして会計の担当者は、大声で患者の名前を呼ぶのだろうか。マイクを使え
ば？すごくうるさい 

会計時、名前を呼ばれても子供の泣き声等で聞こえない事がある。何か工夫をし
て欲しい 



接遇に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、４０件の意見（３２％） 

＜説明不足＞ 
二度手術を受けましたが、二度目の先生はリスクだけでなく、全ての面で 
 説明不足で不親切でした 
不安で知識不足の患者に、丁寧な説明を！ 
こちらの聞いたことには答えてくれるが、聞くまでもなく説明すべきだと感じる 
外来診察室内に看護師さんが同席されていないので、患者と医師との1:1では、 
 いつもいつも不安です 
 がんです。二回目の抗がん剤を使うかもしれません。最初は前に進むしかありま
せんでしたが、今回はするべきかといろいろ考えます。セカンドオピニオンなど
は必要ありませんが、たくさんたくさん説明を受けたいです。 

 気も弱っていますし 
 入院中、食欲がなくて困ったとき、隣の部屋の話し声から、メニューに麺類があ
ることを知りました 



接遇に関する患者からの意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、４０件の意見（３２％） 

＜説明時の態度・患者への寄り添い＞ 
医療費相談の女性が、キビキビした対応で、とても不愉快でした。困って相談して
いるのに、相談出来ない態度でした 

入院手続きカウンターの方々は不親切で高圧的だと感じる。相談窓口係の方は 
 特に偉そうな態度だと思う 
不安な気持ちは個人差があると思いますが、本人は非常にその検査に恐怖心がある
ので、もっともっと対応してもらいたく存じます 

更衣する時、もう少し丁寧に対応して欲しい（ブラジャーは取るとか、靴下は履い
てもいいとか）。受付の人が淡々としていると怒られている気分であり、いい気は
しなかった 

患者はいつも不安でいっぱいなので、優しく寄り添っていただく言葉がけが嬉しく、
元気になります。よろしくお願いします 

病人に寄り添ってください 
もうちょっと全体的に、患者本位で出来るだけ待たせない丁寧な対応・柔軟な 
 対応が要る 



接遇に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、４０件の意見（３２％） 

＜来院者への対応＞ 
ケガをして出血しているときに、受付で待たされました 
救急で入った時待たされるのが不安で辛い 
産科なのに妊婦が椅子に座れず、付き添いの方が座っているのが目に付く。 
 産科・婦人科を受診する本人だけが座れるようにして欲しい。 
また悪くなったら来てもいいですかと言ったら、「もう来なくていいです」 
 と言われてショックです 
 ベッドに載せられた人が、待合で晒されていた。付き添いの人の来る間、どこか
に隠してあげたほうが良いと思う。カルテを確かめて、次に対応してもらうのが
普通でしょ 

 いつも電話をすると、人の話も聞かずに保留を押される。繋がっても、「ここは
違うので、もう一度かけなおして下さい」と言われ、しょうがなくかけなおすと、
また違うと言われ、たらい回しにされた。最初に電話をとった人が、ちゃんと対
応してくれていたらこんな思いはしない。 



施設・設備に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、３４件の意見（２７．２％） 

＜駐車場関連＞ 
 身体障害者スペースに、営業や医療関係又は元気な人が停めて、車椅子なのに 
 停められない。警備員さんを配置して欲しい 
 駐車場がいっぱいの時、予約時間に余裕があってもそれで遅れそうになる 
 駐車場の混雑がひどい。雨の日は特に駐車出来ない 
 診察や会計の待ち時間が長いと、駐車料金が高くなるのが困る。そして、薬待ち
にまた時間がかかる。保険診療以上の、駐車料金の患者負担を無しに出来ないも
のでしょうか。 

 診療には時間がかかります。待ち時間・会計・お薬と、しかし駐車時間が長く
なっても一時間の無料券のみです。何時に駐車したかを少し確認し、駐車時間の
サービス向上があっても良いのではないでしょうか 



施設・設備に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、３４件の意見（２７．２％） 

＜送迎バス関連＞ 
 通院用のバスを利用させて頂き便利ですが、帰りのバスは殆ど間に合わないので、
最終便がもう少し遅いと助かります 

 送迎バスの運転手さんによって乗り場の指定が違うのを統一して欲しい 
 態度や言葉遣いが非常に悪い運転手さんがいるので何とかして欲しい 
 送迎バスがバス停に来るとき、当院のバスの見分けがしにくい。できれば、特徴の
ある色で分かりやすくしてほしい 

 乗り場を増やして欲しい（鳳方面・緑ヶ丘など） 



施設・設備に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、３４件の意見（２７．２％） 

 診察時間が同一日に朝と昼の二回ある場合、コンビニで弁当を買うが食べる場所
がない。二階のホールで食べているが、仕切りがないため、気を使って飲食をし
ている。できれば、ホールを仕切るボードで囲ってもらうか、飲食できる室を
作ってほしい。 

 駐車場から病院入口まで、通路部の屋根がない部分あり。屋根があれば傘を院内
で持ち歩く必要がなくなるので、楽になり、院内も水滴等による汚れがなくなり
ます。 

患者サービス向上に関する提案 



運営に関するご意見（自由記載） 

自由回答１２５件中、１２件の意見（９．６％） 

 大腸ファイバー受診後、担当医の詳しい説明を求めて受診したのですが、 
 その際に予約日などを知らせてくれると非常にありがたいです。 
 採血に行くと受付に誰もいなかった。受付ボックスに書類を置いて待っている
と、その後男性が来て、上に書類を置いた男性が先に採血となった。おとなし
く待っていた私が後になるのか！ 

 診断書を出す時に、後ろにずっと並んでいたのに、後から番号札を渡されたので、
先に渡してもらえた方が良いと思う 

 朝の保険証確認や会計の時に、手が空いていそうな事務員も来ず、回転がかなり
悪い。そして、「今？」というときに二つ目のパソコンを開けて混雑を解消して
いる。混雑を解消するのに、もっと早くスタッフが考え動かなければ毎回迷惑。
それがあれば待ってもしかたないと思える 

 医療にかかる「何でも相談コーナー」的な場所を作ってもらえないだろうか？相
談内容を聞き分けて振り分けてもらう場所でも良い。病院のどこで相談したら良
いか分からない場合が多い 



ご提案・要望（自由記載） 

１２件の意見（一例） 

 全国の情報を瞬時取り入れ分析され、好例が示されたら積極的に進めて欲しい
と思います 

 環境やスタッフの良さは感じますが、先端医療など、医療の質向上に努められ
たい 

 乳がんの同時再建が出来るようにして欲しい 
 整形外科の先生を増やしたほうがいい 

この他、 
 会計上のミスや事務手続き上のミス 
 院内での情報連携、高砂との連携の悪さ 
 （医師を含む）スタッフ間での接遇レベルのばらつき 

等についてのご意見を頂きました 



患者さんに愛される「みみはら」 

自由回答の約６５．６％が「おほめの言葉」 

お褒めの言葉 

施設・設備 
接遇・ＩＣへの
不満や病院への
提案 

産婦人科関連 

 産婦人科のスタッフさんは皆さんとても良い方で助かり
ます 

 産婦人科の窓口の方や医師・看護師の方は、いつも対応
が丁寧で好感が持てます 

 硲野先生の診察が素晴らしく、お優しく説明下さいまし
た。生検もそんなに痛みもなく、熟練の治療をありがと
うございました 

 妊娠・出産、その後の検査等でお世話になっています。
この病院で出産出来て本当に良かったと思っています。
スタッフの皆さんが優しく寄り添ってくれました。今は
まだ考えていませんが、また出産することがあれば、こ
ちらの病院で出産したいと考えています。 

 産科に通院中です。スタッフのみなさま、すごく優しく
安心して受診できます。 



患者さんに愛される「みみはら」 

内視鏡関連 

 ドキドキした胃カメラでしたが、看護師さんの背中さすりや声掛けで助かりました。以前は医師
から声をかけて頂き、その時は安心しました。カメラの通っているところの説明は嬉しいです。 

 胃カメラ診察時に、男性の補助の方が肩をポンポンとしていてくれたので、パニックにならずに
済みました。 

整形外科関連 

 今度は吉岡先生で、本当に丁寧に治療して下さって喜んでいます。またお願いいたします。 

救急（ＥＲ） 

 救急対応には日夜、患者受け入れに頑張っておられることで感謝しております。 
 他院で診てもらっていたが、夜中の二時ごろに痛みに堪えかねて電話するも、無理と断られ、当
院に電話をしたところ「すぐ来て下さい」と快く受付頂き、速やかな処置をしていただいた。あ
りがたく思いました。急性胆嚢炎の手術をして頂きました。 

 NHKの番組でも紹介されているので、研修医でも不安がありませんでした。 



患者さんに愛される「みみはら」 

施設・設備関連 

 病院が新しくなったので、とても快適でうれしいです。 
 病院なのに雰囲気が明るく、とてもいい感じです。スタッフもGood! 
 壁面の絵はカラーの美しい景色が良い。心が和むから。 

駐輪場 

 駐輪場のスタッフの対応がよく助かりました。 
 自転車置き場の方、とても親切で気持ちが良いです。 

みみはら大好き！ 

 生まれた時からずっとお世話になっております。ありがとうございます。 
 自宅より通いやすく、いつも親切に対応していただいているのはずっと変わらないです。
子供の頃からお世話になっています。 

 いつなん時も来院して安心です。 
 ここしか合いませんので大事にします。 
 ありがとう、ワンラブ 
 耳原病院大好きです。感謝します。 



患者さんに愛される「みみはら」 

 
スタッフが親切・優しい 

 担当して頂いた検査員（清水さん）が優しく丁寧でした。 
 家族が他の病院に入院した時、医師・看護師ともあまり対応がよくなかったので、それに比べて
こちらの病院は対応がとても丁寧だと感じました。 

 子供がアトピーでこちらの病院に初めてかかりましたが、先生も看護師さんも事務の方も大変親
切で、丁寧に対応してくださるので、何かあった時はずっと診て頂いています。 

 医師も看護師さんもみんな親切で、入院する時も安心して入院できそうです！！ 
 医師・看護師の親切さにありがとうの気持ちです。 
 他の病院より明るく親切に感じます。 
 接遇が親切でとても好印象でした。 
 各スタッフ親切です。 
 看護師さんが皆さん優しいです。お医者さんも優しいです。満足です。 
 一生懸命親身になって話を聞いてくださって、心が楽になりました。ありがとうございました。 
 すごく丁寧に対応していただいて、心強かったです。 
 いつも親切にして頂いて感謝いたします。これから先も頑張って下さい。いつもありがとうござ
います。 

 



ご協力に、心から感謝いたします 
これからも、患者さんや家族のご意見を大切に 
病院のさらなる質改善に取り組んでまいります 


